
No 中国語 ピンイン 日本語

1 直觉 zhíjué 直感。
2 直感 zhígǎn 直感。
3 直观 zhíguān 直接知覚する。直感の。
4 直接感觉 zhíjiē gǎnjué 直接感覚。
5 灵感 línggǎn インスピレーション。ひらめき。
6 灵机 língjī インスピレーション。ひらめき。
7 悟性 wùxing 理解力。見る目。悟り。
8 理解力 lǐjiělì 理解力。
9 预感 yùgǎn 予感。
10 第六感 dìliùgǎn 第六感。
11 超感官知觉 chāogǎnguān zhījué 超感覚知覚。
12 迟钝 chídùn 鈍感だ。
13 感觉迟钝 gǎnjué chídùn 感覚が鈍い。
14 愚钝 yúdùn 頭が鈍い。
15 麻木 mámù 反応が鈍い。しびれる。感覚がなくなる。
16 感情麻木 gǎnqíng mámù 感情反応が鈍い。
17 反应慢 fǎnyìng màn 反応が鈍い。
18 不解⻛情 bù jiě fēngqíng 人の情を察せない。
19 误会 wùhuì 誤解。勘違い。
20 误解 wùjiě 誤解。勘違い。
21 记错 jìcuò 覚えちがい。勘違い。
22 直觉起作用 zhíjué qǐ zuòyòng 勘が働く。
23 灵机一动 língjī yīdòng ひらめきが働く。アイデアなどを出す。
24 运用直感 yùnyòng zhígǎn 直感を働かす。
25 开动第六感 kāidòng dìliùgǎn 第六感を働かす。
26 发挥灵感 fāhuī línggǎn 勘を発揮する。勘を働かせる。
27 直感很灵 zhígǎn hěn líng 勘が効く。
28 有一种直觉 yǒu yī zhǒng zhíjué 直感がある。直観的に感じる。
29 有种不祥的预感 yǒu zhǒng bùxiáng de yùgǎn 不吉な予感がする。
30 感到一种不祥的预感 gǎndào yī zhǒng bùxiáng de yùgǎn 不吉な予感を感じる。
31 有不吉利的预感 yǒu bù jílì de yùgǎn 不吉な予感がする。
32 凭直觉了解 píng zhíjué liǎojiě 直感でわかる。
33 直觉应验了 zhíjué yìngyàn le 勘が当たった。
34 预感应验了 yùgǎn yìngyàn le 予感が当たった。
35 直觉很准 zhíjué hěn zhǔn 勘が当たる。
36 凭直感猜对 píng zhígǎn cāi duì 直感が当たる。
37 预感成了现实 yùgǎn chéng le xiànshí 予感が現実になる。
38 预感没有落空 yùgǎn méiyǒu luòkōng 予感ははずれなかった。
39 直觉没应验 zhíjué méi yìngyàn 勘がはずれた。
40 凭直觉判断 píng zhíjué pànduàn 直感で判断する。
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41 靠直感 kào zhígǎn 直感に頼る。
42 直觉灵敏 zhíjué língmǐn 勘がいい。
43 悟性好 wùxìng hǎo 勘がいい。
44 有灵性 yǒu língxìng 勘がいい。
45 理解力强 lǐjiělì qiáng 勘がいい。
46 直觉敏锐 zhíjué mǐnruì 勘が鋭い。
47 直感敏锐 zhígǎn mǐnruì 勘が鋭い。
48 感觉敏锐 gǎnjué mǐnruì 勘が鋭い。
49 悟性快 wùxìng kuài 勘が鋭い。
50 直觉不灵敏 zhíjué bù língmǐn 勘がにぶい。
51 感觉迟钝了 gǎnjué chídùn le 感覚が鈍った。勘が鈍った。
52 感觉变得迟钝 gǎnjué biàn dé chídùn 勘がにぶる。
53 感觉错乱 gǎnjué cuòluàn 勘が狂う。
54 直觉落空 zhíjué luòkōng 勘がはずれる。
55 凭第六感理解 píng dìliùgǎn lǐjiě 第六感でわかる。
56 我随便猜的 wǒ suíbiàn cāi de 適当に当ててみた。勘です。
57 女人的直感很敏锐 nǚrén de zhígǎn hěn mǐnruì 女の勘はするどい。
58 我预感今天要下雨 wǒ yùgǎn jīntiān yào xià yǔ 私は、今日雨が降る予感がします。
59 你的直觉很准呢 nǐ de zhíjué hěn zhǔn ne あなた、勘がいいですね。
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